


１．はじめに～変革の時～

東京和僑会発足から9年

26地域200名

2009年 2018年



１．はじめに～変革の時～

東京和僑会の「不易流行」

「会員の皆様への実利」 を満たせる環境

東京和僑会という組織の名称には拘らず会員のニーズを満たせる環境を用意。
・海外進出・販路拡大のための海外ネットワーク構築
・海外進出に関する情報とそれに伴う経営資源調達
・海外進出・企業成長に寄与する学び、他

「和僑」という概念

世界中に「和僑」の仲間を広げるという行動指針
日本人の誇りと故郷（日本国）を想う気持ちを表現するのに「和僑」
ブランドは重要。



一般社団法人 アジア経営者連合会
との共同運営について



２．新体制発表（東京和僑会×アジア経営者連合会共同運営）

一．2018年4月1日より一般社団法人東京和僑会は一般社団法人
アジア経営者連合会のOne Asiaの会（一般会員グループ）に
移籍し、「和僑グローバルネットワーク」として活動する。
ついては、東京和僑会会員で移籍に賛同される方は、
一般社団法人アジア経営者連合会の会員となる。

二．2018年4月1日より一般社団法人東京和僑会は、
無料会員制団体として継続運営する。

左からアジア経営者連合会馬渕事務局長、同会澤田会長、東京和僑会三浦会長、同会佐野理事



２．新体制発表（東京和僑会×アジア経営者連合会共同運営）
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２．新体制発表（東京和僑会×アジア経営者連合会共同運営）

OneAsiaの会として活動するにあたり、
ロゴを用いて、 として活動する

・海外和僑会、アジア経営者連合会海外支局（和僑グローバルネットワーク）、
WAOJE海外支部が連携したコミュニティを構築する。

つまり、世界中のアジア経営者連合会支局の立ち上げに寄与する。

・日本と同様に海外コミュニティとも共同運営の仕組みを構築する。

・ベンチャー上場企業経営者やグローバル展開してる企業経営者から

海外展開や企業成長に有益なコンテンツが得られる活動を
企画及び運営していく。



一般社団法人 東京和僑会
会員の皆様の今後の流れについて



3．一般社団法人アジア経営者連合会へ参加頂くまで

一．アジア経営者連合会（以降同会）の会報誌やHPで概要を確認して頂くこと

二．同会主催イベントへご参加頂き、実際の活動を確認して頂くこと

三．疑問点や確認事項は同事務局又は東京和僑会三浦までお問い合わせ頂くこと

選択A 選択B 選択C 選択D

アジア経営者
連合会

（有料会員）

東京和僑会
（無料会員）



3．一般社団法人アジア経営者連合会へ移籍頂くまで

アジア経営者連合会主催、
会場で共同運営について
発表

再度、共同運営について
発表(アジア経営者連合会
事務局同席)

アジア経営者連合会主催

三浦より会員直接
各位へ移籍の確認

新体制の発表

東京和僑会と
アジア経営者
連合会の共同
運営体制を
発表

年会費差額を支払い



3．一般社団法人アジア経営者連合会へ参加頂くまで

会員種別 会員資格 活動参加資格 入会金 年会費

経営者
会員・役員
（経営幹部）

120,000円

経営者 会員本人のみ 60,000円

一．通常の入会では会員からの紹介が必要ですが、今回の移籍
では免除されます。

二． 一般会員(One Asiaの会）又はグローバルリーダーズ会に所属
※3月末までに東京和僑会年会費との差額をお支払い頂きます。

三．入会金(50,000円)は免除されます。

一般社団法人アジア経営者連合会への移籍条件



一般社団法人 東京和僑会の
今後の運営について



4．今後の一般社団法人 東京和僑会の運営について

一．2018年度より で会員組織は継続運営する。
(事務局は解散し、最少人数で運営する)

二．新たな は東京和僑会立ち上げ初期のメンバーに戻す
代表理事： 三浦 忠 （ジェイマインズ株式会社 代表取締役）
理 事： 佐野 健一（株式会社ビジョン 代表取締役）
理 事： 一條 好男（一般社団法人まるの会 代表理事）
監 事： 関 敏 （株式会社ゲートウイング 代表取締役）

三．一般社団法人東京和僑会より に名称変更する(要調整)
日本で唯一の和僑会として日本中の「和僑」の受け皿として多くの方に
参画頂く会とする。

四．「和僑100万人プロジェクト」と称して世界中の和僑（日本人）を繋げる
ため、 Facebookを活用した情報発信を強化していく。



Q ＆ A



5．QA-和僑グローバルネットワークに参加頂くメリット-

Q1. 海外進出・販路拡大のための海外ネットワークを今まで以上に構築す

ることが出来るのか？

• ワンアジアの会では に支局が展開してます。海外支局メンバーを通

じた海外現地企業パートナーとの連携も模索頂けます。

• アジア経営者連合会の では、現地経営者との交流から新たな

ビジネスが見出されます。

Q2. 海外進出のための情報とそれに伴う経営資源の調達を今まで以上に実

現することができるのか？

• アジア経営者連合会ではビジネスマッチングのためのイベントが定期的に開催さ

れており、 との連携も可能となります。

• 総会・例会、各委員会だけでなく、 開

催されているため、多くの場で所属経営者と交流を持つことが可能です。

今までの東京和僑会では実現できていなかったこと、実現できていても小規模であっ
たり、地域が限定されていたことが、今回の協同運営により一気に拡大します。



5．QA-和僑グローバルネットワークに参加頂くメリット-

Q3. 海外事業展開を既に実現している成功者や、IPO成功者から学ぶこと

ができるのか？

• アジア経営者連合会では既に 、 を積極的に目指

す が所属しています。各委員会活動、各種イベントで成功を収めてる経営

者との接点を持つことで多くの学びを得ることが可能になります。

• 会報誌「アジア リーダーズ」を 会員のコミュニケーション・ツールとして隔月

で発行しており、アジアでチャレンジする企業や経営者の情報をお届けしてます。

Q4. 実施したい活動があっても、予算に縛られ活動が出来ないことがあっ

たが、そのような問題は軽減されるのか？

• アジア経営者連合では との連携により国の補助金の活用を模索中です。

今までの東京和僑会では実現できていなかったこと、実現できていても小規模であっ
たり、地域が限定されていたことが、今回の協同運営により一気に拡大します。



5．QA-和僑グローバルネットワークに参加頂くメリット-

Q1. 現在の東京和僑会と国内外和僑会との関係はどうなっていますか？

• 国内和僑会(東京を除く)は、WAOJEに加盟して和僑会とは別団体として活動し

ています。

• 海外和僑会は、香港、上海、北京、深セン、シンガポール、ホーチミン等の和僑

会がWAOJE非加盟で活動しており、東京和僑会とは以前に増して協力関係を続

けています

Q2. アジア経営者連合会は、海外和僑会・海外WAOJEとどのような

関係になっていきますか？

• アジア経営者連合会内に設立する「和僑グローバルネットワーク」の機能で海外

和僑会と海外WOJEと連携していく予定です。

• またアジア経営者連合会海外支局を「和僑グローバルネットワーク」として拠点

を拡大していきます



Q3.アジア経営者連合会に合流後の「和僑」の活動について教えて下さい。

• これまでと同様に「和僑」ロゴを使用して世界中に普及させていきます。

• 世界中に広がる活動ステージを構築するために「和僑グローバルネットワーク」

として会員の皆様の事業展開とネットワーク構築を支援していきます。

5．QA-和僑会に関する問い合わせ-

和僑グローバルネットワーク

OUTBOUNDINBOUND

海外事業展開

販路開拓･拡大

ネットワーク構築

※具体的な活動の詳細はアジア経営者連合会委員会内にて随時協議していきます



5．QA-和僑会に関する問い合わせ-

Q.アジア経営者連合会に移籍しない場合は、東京和僑会に支払った年会費

はどう取り扱われますか？

• 1月～3月までの3か月分と2月、3月のアジア経営者連合会イベント参加(2/21新春

例会)の補助金を差し引いた金額をご返金致します。

30,000円

7,500円
2,500円×3ヶ月分

7,000円
参加補助金

15,500円
ご返金

例)一般会員(30,000円/年)の場合



5．QA-和僑会に関する問い合わせ-

Q3.東京和僑会・無料会員のメリットと活動内容は何ですか？

• 従来の東京和僑会の活動や事務局運営はアジア経営者連合会へ引継ぎます。

その上で、東京和僑会としては以下の通り運営していきます。

１．「和僑100万人プロジェクト」と称して世界中の和僑を繋ぐ
運営を致します

２．「和僑」の集いを年に1回開催する予定です。
３．「東京和僑会」の名称を「和僑会」に変更して、国内で唯一

の和僑ブランド団体として運営していきます
４．「ベトナムフェスティバル」や「チャイナフェスティバル」、

その他国際友好イベント等に積極的に参画して
和僑ネットワークを拡大していきます。



5．QA-WAOJEに関する問い合わせ-

Q.ＷＡＯＪＥとはどんな組織でどのような活動をしていますか？

• 和僑会の元本部機能の「和僑総会」が「WAOJE」に改名し別組織として運営

• 「WAOJE」はこれまでの和僑世界大会の運営を引継ぎ、年1回の世界大会を開催

説明

大連・バンコク・クアラルンプール・ヤンゴン・プノンペン・
マニラ・セブ・北海道・名古屋・岡山・広島・福岡・沖縄の
13地域、新規支部は、北京・ゴールドコーストの2地域

一定の条件をクリアしていれば個人として入会可能
(和僑会の所属は問わない)

100USD

100USD

世界大会の参加費の割引

WAOJE組織概要



5．QA-WAOJEに関する問い合わせ-

Q.ＷＡＯＪＥ・和僑会の世界大会＆和僑大会の参加条件について

教えて下さい。

• アジア経営者連合会・「和僑グローバルネットワーク」での活動ではWAOJEや

海外和僑会との連携を予定しています。そのため、各団体のイベントには友好協

定価格(会員価格)で参加できるよう調整を進めていく予定です。

WAOJE世界大会 和僑会大会

アジア経営者連合会

東京和僑会
（無料会員）

一般

各大会への参加条件



5．QA

Q3.アジア経営者連合会への移籍まではどのようなスケジュールですか？

新体制の発表 再度、共同運営について
発表(アジア経営者連合会
事務局同席)

アジア経営者連合会主催の会に参
加頂き移籍判断戴く

三浦より電話にて
会員各位へ移籍意
思の確認(※）

東京和僑会と
アジア経営者
連合会の共同
運営体制を
発表

年会費差額を東京和僑
会へお振込み頂く

アジア経営者連合会入会期限（
年会費残金の着金日）

※アジア経営者連合会への移籍、東京和僑会無料会員として在籍、
双方の意思を「登録フォーマット」にご記入頂きます。
参画意思の連絡が無い場合は東京和僑会会退会とさせて頂きます。

アジア経営者連合会主催
共同運営について発表
参加頂き移籍判断戴く



5．QA-アジア経営者連合会に関する問い合わせ-

Q.アジア経営者連合会は、東京だけでしょうか？

また、アジア経営者連合会の会員登録条件＆参加資格を教えて下さい。

•東京を中心に大阪・名古屋に委員会があります。東京以外の経営者でも会員登録

登録可能です。詳しくは、アジア経営者連合会事務局へお問い合わせ下さい

会員種別 会員資格 活動参加資格 入会金 年会費

非公募 － －

経営者(※)
会員・役員(※)
（経営幹部）

120,000円

経営者(※) 会員本人のみ 60,000円

経営者(※) 会員本人のみ 30,000円

※企業経営者（一部役員又はそれに順ずる立場の方）

会員登録条件および参加資格



※アジア経営者連合会では、会員同士のビジネスのやり取りを推奨しています。

5．QA-アジア経営者連合会に関する問い合わせ-

Q.アジア経営者連合会全体の行事を教えて下さい。

•秋季と新春の年2回会員一同が会する全体会合が開催されます

(和僑会でいう世界大会のような全体行事になります)

Q.ネクストの会、グローバルリーダーズ会、One Asiaの会の活動内容と

特徴は何ですか？

• アジア経営者連合会入会案内・会報誌・ＷＥＢサイトをご参照下さい。

http://www.asian-eca.org/guidance/

http://www.asian-eca.org/magazine_n/

Q3. アジア経営者連合会の会則を教えて下さい

• アジア経営者連合会のＷＥＢサイトをご参照下さい。

http://www.asian-eca.org/about/



完


